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北海道

北星学園大学
（教授　金子 大輔）

TEL : 011-891-2731

千歳科学技術大学理工学部 情報システム工学科 
（教授　小松川 浩）

TEL : 0123-27-6094

北海道教育庁総務政策局 教育環境支援課 
（主幹（情報化推進）  田嶋 直哉） 

TEL : 011-204-5719

宮城県

宮城教育大学 技術教育講座
（准教授　安藤 明伸）

TEL : 022-214-3467

東北学院大学文学部教育学科
（教授　稲垣 忠）

TEL : 022-375-1180

茨城県

つくば市立みどりの学園義務教育学校
（校長　毛利 靖）

TEL : 029-867-1080

栃木県

宇都宮大学教育学研究科
（教授　久保田 善彦）

TEL : 028-649-5328（直通）

千葉県

柏市教育委員会柏市立教育研究所
（教育専門アドバイザー　西田 光昭）

TEL : 04-7191-7387

東京都

東京学芸大学 教育実践研究支援センター
（准教授　加藤 直樹）

TEL : 042-329-7869

明治大学国際日本学部
（准教授　岸 磨貴子）

TEL : 03-5343-8279（研究室）

武蔵大学社会学部メディア社会学科
（教授　中橋 雄）

TEL : 03-5984-3737（教授室）

東京都墨田区教育委員会 庶務課 教育情報担当
（教育情報化推進専門員　渡部 昭）

TEL : 03-5608-1294

聖心女子大学文学部教育学科
（教授　益川 弘如）

TEL : 03-3407-5811

神奈川県

相模原市教育センター
（学習情報班 担当課長　篠原 真）

TEL : 042-754-2577（直通）

横浜国立大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻
（教授　野中 陽一）

TEL : 045-339-3326

新潟県

上越教育大学学校教育実践研究センター
（教授　石野 正彦）

TEL : 025-525-9147

新潟大学 教育・学生支援機構
学位プログラム支援センター

（准教授　後藤 康志）

TEL : 025-262-7785

石川県

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属
教育実践支援センター

（准教授　加藤 隆弘）

TEL : 076-264-5588

金沢学院大学 文学部 教育学科
（教授　今田 晃一）

TEL : 076-229-8842

長野県

信州大学 教育学部附属次世代型学び研究開発センター

TEL : 026-238-4242
E-mail:crilofc@shinshu-u.ac.jp

付録 2 教育の情報化推進に関する
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岐阜県

岐阜大学教育学部附属学習協創開発研究センター 
（教授　加藤 直樹）

TEL : 058-293-2348

岐阜女子大学文化創造学部
（教授　久世 均）

TEL : 058-214-9341（直通）

三重県

松阪市教育委員会事務局学校支援課
（指導主事　楠本 誠）

TEL : 0598-53-4334

滋賀県

滋賀県草津市教育委員会事務局 学校政策推進課
（専門員　西村 陽介）

TEL : 077-561-6981

京都府

京都市教育委員会事務局指導部学校指導課
京都市教育委員会 総務部 学校事務支援室

TEL : 075-222-3851

大阪府

大阪市教育委員会事務局 学校経営管理センター
（学校園ICTシニアアドバイザー　山本 圭作）

TEL : 06-6575-5640

兵庫県

兵庫教育大学大学院学校教育研究科
（教授　永田 智子）

TEL : 0795-44-2184（直通）

園田学園女子大学人間健康学部
（教授　堀田 博史）

TEL : 06-6429-9162（直通）

姫路市教育委員会
姫路市立総合教育センター 教育研修課

TEL : 079-224-5841、5842

奈良県

奈良教育大学大学院教育学研究科　
（教授　小柳 和喜雄）

TEL : 0742-27-9295

和歌山県

和歌山大学教職大学院
（教授　豊田 充崇）

TEL : 073-457-7537

岡山県

公立大学法人 新見公立大学 新見公立短期大学
（教授　梶本 佳照）

TEL : 0867-72-0634（代表）

徳島県

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科
（准教授　藤村 裕一）

TEL : 088-687-6684（研究室）

鳴門教育大学大学院 学校教育研究科
（講師　泰山 裕）

TEL : 088-687-6268（研究室）

佐賀県

佐賀県武雄市教育委員会
（ICT教育監　福田 孝義）

TEL : 0954-23-8010

長崎県

長崎県教育庁
（政策監（教育情報化担当）  島村 秀世）

TEL : 095-894-3310

鹿児島県

鹿児島大学大学院教育学研究科
（准教授　山本 朋弘）

TEL : 099-285-7736

一般社団法人 日本教育情報化振興会

〒107〒107--0052 東京都港区赤坂10052 東京都港区赤坂1--99--13 三会堂ビル13 三会堂ビル

TEL : 03-5575-5365  FAX : 03-5575-5366
http://www.japet.or.jp/

お問い合わせ
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■ ＩＣＴ活用教育支援アドバイザー

安藤　明伸 宮城教育大学 技術教育講座准教授

石野　正彦 上越教育大学学校教育実践研究センター教授

稲垣　忠 東北学院大学文学部教育学科教授

今田　晃一 金沢学院大学文学部教育学科教授

太田　耕司 千代田区立お茶の水小学校校長

尾島　正敏 倉敷市教育委員会倉敷情報学習センター館長

小柳　和喜雄 奈良教育大学大学院教育学研究科教授

梶本　佳照 公立大学法人新見公立大学新見公立短期大学教授

加藤　隆弘 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター准教授

加藤　直樹 岐阜大学教育学部附属学習協創開発研究センター教授

加藤　直樹 東京学芸大学准教授

門田　哲也 倉敷市教育委員会教育企画総務課情報学習センター主任

金子　大輔 北星学園大学教授

岸　磨貴子 明治大学国際日本学部准教授

楠本　誠 松阪市教育委員会事務局学校支援課指導主事

久世　均 岐阜女子大学文化創造学部教授

久保田　善彦 宇都宮大学教育学研究科教授

後藤　康志 新潟大学教育・学生支援機構学位プログラム支援センター准教授

駒崎　彰一 中野区立緑野小学校校長

小松川　浩 千歳科学技術大学理工学部情報システム工学科教授

篠原　真 相模原市教育センター学習情報班 担当課長

島村　秀世 長崎県教育庁政策監（教育情報化担当）

泰山　裕 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科准教授

田嶋　直哉 北海道教育庁総務政策局教育環境支援課主幹（情報化推進）

辻　慎一郎 鹿児島県薩摩川内市立川内中央中学校校長

豊田　充崇 和歌山大学教職大学院教授

永田　智子 兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授

中橋　雄 武蔵大学社会学部メディア社会学科教授

中村　武弘 奈良教育大学次世代教員養成センター特任講師

西田　光昭 柏市教育委員会柏市立教育研究所教育専門アドバイザー

新田　正 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課参与

野中　陽一 横浜国立大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻教授

東原　義訓 信州大学学術研究院教育学系教授

平井　聡一郎 株式会社情報通信総合研究所ICT創造研究部特別研究員

福田　孝義 佐賀県武雄市教育委員会ICT教育監
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藤村　裕一 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授

堀田　博史 園田学園女子大学人間健康学部教授

益川　弘如 聖心女子大学文学部教育学科教授

村松　浩幸 信州大学学術研究院教育学系教授

毛利　靖 つくば市立みどりの学園義務教育学校校長

西村　陽介 滋賀県草津市教育委員会事務局学校政策推進課専門員

山本　圭作 大阪市教育委員会事務局学校経営管理センター学校園ICTシニアアドバイザー

山本　朋弘 鹿児島大学大学院 教育学研究科准教授

渡部　昭 東京都墨田区教育委員会庶務課教育情報担当教育情報化推進専門員

■ 事務局（一般社団法人日本教育情報化振興会）

森本　泰弘 専務理事

小形　日出夫 常務理事

吉田　真和 調査・研究開発部部長

秋定　望 普及促進部部長

■ 企画評価委員会

委 員 長 赤堀　侃司 一般社団法人日本教育情報化振興会会長（東京工業大学名誉教授）

副 委 員 長 東原　義訓 信州大学学術研究院教育学系教授

委    員 稲垣　忠 東北学院大学文学部教育学科教授

委    員 蛯子　准吏 株式会社富士通総研 経済研究所主任研究員

委    員 門田　哲也 倉敷市教育委員会教育企画総務課情報学習センター主任

委    員 下村　聡 株式会社EDUCOM　EDUCOM教育システム研究所所長

委    員 菅原　弘一 宮城県仙台市立六郷小学校校長

委    員 鈴木　淳弘 東日本電信電話株式会社教育ICTイノベーションプロジェクト 担当部長

委    員 鈴木　広則 スズキ教育ソフト株式会社取締役社長

委    員 佐藤　喜信 株式会社内田洋行 教育総合研究所 開発研究部研究推進課課長

委    員 高橋　邦夫 合同会社KUコンサルティング代表社員

委    員 福田　孝義 佐賀県武雄市教育委員会ICT教育監

委    員 藤村　裕一 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授

委    員 横内　崇 アビームコンサルティング株式会社公共ビジネスユニットシニアマネージャー
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